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W E E K L Y  
B U L L E T I N 

「今、ポジティブに」 

「白鷖」 

撮影 山川 文孝氏 

RI会長 ロン Ｄ.バートン氏 

-Engage Rotary Change Lives- 
2013～14RIﾃｰﾏ 

-from Your Good to Our Good- 

ガバナー 坂本 克也氏 

 

2013～14ＲＩＤ2650ﾃｰﾏ 

「あなたの善から、みんなの善へ」 



 第１１７２回例会 ２０１４年５月１５日（木） Vol.２４－４２ 

プログラム 

１．札幌真駒内ＲＣ創立４０周年記念行事に参加

 された会員の皆様お疲れさまでした。 

２．本日、第３回京都市内２４RC連絡協議会 会長 

 幹事会が開催され、現・次年度会長幹事が出席

 いたします。 

３．５月１６日～１８日、２０１３～１４年度

 RYLAが行われ、岸上会員ご推薦の㈱ジェイ・

 エス・ビー青柳清香さんが参加されます。 

河合 正三（かわい しょうぞう）様 
 

 昭和５６年４月１日 京都市消防士を拝命 

 右京・左京消防署、消防局本部、西京・東山・南・ 

 伏見・下京・中京消防署で勤務。 

 消防人生３３年間のうち２１年を庶務・広報の部門、 

 １２年間を消防隊等の警防部門に従事。 

 平成２４年４月から西京消防署警防課長。 

開会点鐘                                    12：30        

  ロータリーソング「我等の生業」 

 今日の歌「鯉のぼり」 

  友愛の握手 

   ご来客のご紹介 

    会長挨拶 

    食事歓談 

    幹事報告・委員会報告・S.A.A.報告    

スピーチ     13：00 

 「台風１８号（平成25年9月16日）の 

   被害概要等について」 
 

    西京消防署警防課長   河合 正三様 

閉会点鐘  13：30 

日 時  2014 年 5 月 8 日(木)13:45 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者  内山、稲掛、千田、髙橋、万殿、上原、 

  松尾、山本、田中の各会員 

議 事 

１．前回議事録の確認 

２．月次会計報告 

３．春の家族会について 5/25（日） 

４．現次年度合同クラブ協議会について6/26（木） 

５．三重中央RCとの合同例会について6/12～15 

６．その他 

◇例会臨時変更・休会のお知らせ 

５月２８日（水）京都朱雀ＲＣ 

 ビジター受付は平常通り行われます。 

５月１６日（金）京都東ＲＣ  

５月３０日（金）京都紫竹ＲＣ   

 ビジター受付はありません。 

今日の歌「鯉のぼり」 
      文部省唱歌 

 甍
いらか

の波と 雲の波 

 重なる波の 中空
なかぞら
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 橘
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かおる 朝風に 

 高く泳ぐや 鯉のぼり 

 

 開ける広き 其の口に、 

 舟をも呑
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まん様
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見えて、 

 ゆたかに振
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う尾鰭
お ひ れ

には、 
 

 物に動ぜぬ姿あり。 

日 時  2014 年 5 月 8 日(木)14:15 ～京都ｾﾝﾁｭﾘｰＨ 

出席者  千田、稲掛、万殿、内田、髙橋、上原、 

  山本、松尾、田中の各会員、 

議 事 

１．前回議事録の確認 

２．Ｃ.Ｌ.Ｐ委員会構成（案）に関する件 

３．年間行事予定に関する件 

４．地区協議会の報告 4/20（日） 

５．会長テーマ並びに会長所信とクラブ運営について

６．次年度例会運営について（会場設営） 

７．表敬訪問について 

８．創立記念例会について7/24（木） 

９．京都西南ＲＣとの合同例会について 

１０．次年度会計予算について 

１１．大森英彦会員の名誉会員更新について 

１２．週報について 

１３．ホームページの更新について 

１４．創立２５周年について 

１５．ロータリー財団新地区補助金申請について 

１６．その他 

「私が感じた 

日本人の心」 

  

 桑田 梨沙様 



 THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

◇出席率報告◇  

出席率報告『５月８日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３１名（７名） 出席者 ２０名（３名）７４．０％ 

４月２４日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８８．０％ 

ご来客 １名  

次回例会 ５月２２日（木） 

クラブ・デー 

第９回クラブ討論会 

 ２５周年実行委員長 森   正廣会員 

 ２５周年副実行委員長 末永   寛会員 

    鎌野 孝和会員 

 

三重中央RCとの「合同例会＆親睦旅行」 

 

 日 程： ６月１２日（木）～１５日（日）３泊４日 

 ６月１２日（木）～１３日（金）１泊２日 

 

合同例会：１２日(木）１８：００～ 

     三重区 天台６Ｆ レストラン 

 

親睦旅行：１３日（金）～１５日（日） 

     金門島方面 大陸の直ぐ近くにあり、

 かつて中共軍と国民党軍が砲撃戦を交わ

 した島です。 

 （戦争用ﾄﾝﾈﾙ、軍事施設など見学予定） 

 

参加者：３泊４日・・松尾、森、谷口、德田、 

   安田、吉田の各会員、森会員 

   ご子息、中川夫妻、内山夫妻、 

   王夫妻、 

 １泊２日 一口、万殿、髙橋、内田、山本の 

   各会員 

       以上、１８名 

 【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】 小計 4,000円 今年度累計 189,000円 

BOXへ 鎌野 孝和、田中  守、松尾 義平 

 ５・６月の行事予定  

◆地区内行事 
 ５月１５日（木） 第３回京都市内２４ＲＣ連絡協議会 
 会長・幹事会（現次年度合同） 
 17：30受付 18：00～ 京都ﾌﾞﾗｲﾄﾝﾎﾃﾙ 
 ５月１６～１８日 2013-14年度 ＲＹＬＡ 
 奈良ロイヤルホテル 
 ６月 ８日（日） 2014-15年度IAC会長・幹事研修会 
 福井県 ﾌﾟﾗｻﾞ萬象小ﾎｰﾙ 
 ６月１０日（火） 第64回“社会を明るくする運動” 
 西京推進委員会結成式並びに運動展開 
 の協議会開催 ﾎﾃﾙ京都ｴﾐﾅｰｽ 
 13：00受付 13：30～15：30 
 ６月２０日（金） 京都市内RC連絡協議会 現次年度合同幹事会 
 18：00受付 18：30～ 京都ﾌﾞﾗｲﾄﾝﾎﾃﾙ 

◆クラブ内行事  

 ５月２５日（日） 春の家族会 ﾏﾘｰﾅ雄琴 

 ６月１２日（木） 三重中央RCとの合同例会 

 例会場所臨時変更 

 ６月１２～１５日 三重中央RCとの合同例会 

春の家族会 
 

日 時： 平成２6年5月25日（日）  

 午前１1時 

場 所： マリーナ雄琴  

    大津市雄琴5-10-56 

 ℡ 077-578-4037 

会 費： 大人 ５千円 子供 ３千円 

 ＊例会場・事務局に於いて出欠をとらせ

  ていただいております。多数のご家族の

  皆様の参加をお待ちしております。 

  【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計 10,000円 今年度累計 501,000円 

BOXへ 田中  守、鎌野 孝和、松尾 義平 

上山 泰弘 

松尾 義平 ・青葉の候です。 

 

安田  勝 

・吉田さん この度は 

 おめでとうございます。 

 【ニコニコ箱】 小計 25,000円 今年度累計 1,248,000円 

 

内山 正元 

・桑田様、本日はよろしくお願いしま 

 す。 

田中  守 ・桑田さんのスピーチ楽しみです。 

 

万殿 慎二 

・桑田さんのスピーチ楽しみにして 

 います。 

谷口 泰義 ・北海道お世話になります。 

 

森  正廣 

・小学校の同級生が移住した大分県の

 大入島（佐伯市）に行ってきました。 

德田 正彦 ・久しぶりの例会ですね 

BOXへ 上山 泰弘、鎌野 孝和 

岸上 幸 ・好きな夏が待ちどうしいです。 

 【米山奨学会箱】小計 18,000円 今年度累計 543,000円 

 

森  正廣 

・桑田梨沙様、本日は 

 ありがとうございます。 

BOXへ 德田 正彦、上山 泰弘、松尾 義平 

鎌野 孝和、田中  守 

内山 正元 ・セウォル号の犠牲者をいたんで。 

上原 従正 ・米山奨学会の新入生に寄せて 

 【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】 小計 1,000円 今年度累計 37,000円 

BOXへ 鎌野 孝和 



2013～2014年度  役員・理事・委員会構成 

児嶋 雄二 出席委員長 

内山 正元 

稲掛 英男 

末永   寛 

吉田   修 

出射 靖生 

万殿 慎二 

森   正廣 

吉田   修 

髙橋 英明 

一口 茂樹 

藤井 敏二 

千田  適 

副会長（会員増強委員長兼任） (役員) 

会 長（ｸﾗﾌﾞ研修ﾘｰﾀﾞｰ兼任） (役員) 

S.A.A. 

会 計 

幹 事 

ソング委員長 

クラブ管理･運営委員長 

親睦委員長 
プログラム委員長 

ニコニコ委員長 

直前会長 

(役員) 

(役員) 

(役員) 

(理事) 

(理事) 

(役員) 

会長ｴﾚｸﾄ（ｸﾗﾌﾞ副研修ﾘｰﾀﾞｰ兼任） (役員) 

上原 従正 奉仕プロジェクト委員長 (理事) 

中川 俊夫 (理事) 

林   良訓 

松尾 義平 

上山 泰弘 

職業奉仕委員長 

新世代委員長 

国際奉仕委員長 

社会奉仕委員長 (理事) 

(理事) 

(理事) 

田中   守 ﾛｰﾀﾘｰ財団･米山委員長 

山本 拓生 広 報 委 員 長 (理事) 

(理事) 

鎌野 孝和 

山本 拓生 

山本 拓生 

田中   守 

万殿 慎二 

副幹事 

副会計 

副S.A.A. 

副S.A.A.（記録） 

副幹事 

内山 正元 戦 略 計 画 委 員 長 

～会員スピーチ～「私の職業奉仕」 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 

18：00～ 

18：30～ 

京都西山 

京都さくら 

京都南 

京都北 

京都洛北 

京都洛東 

京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ  8：00～ 

５月２２日 

（木） 

◆ 京都市内２３ＲＣおよび京都乙訓・京都西山ＲＣ次週のスピーチ ◆ 

【ｳｴｽﾃｨﾝ都Ｈ】 

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 

【ｾﾝﾁｭﾘｰＨ】 

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 

【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 

【らんざん】 

【ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽH】 

【ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都】 

【ｳｴｽﾃｨﾝ都Ｈ】 

【ブライトンＨ】 

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 

「日本における貧困の特徴」 

俵 越山先生（越前屋俵太氏） 

「心躍るワインコンサート～想いをひとつに～」 

｢筆記具業界と三菱鉛筆」 

「クラブデザインあれこれ」 

「ノンバーバルパフォーマンス『ギア』のロングラン公演 

          に置ける意義について」 

「ハーバードの真実」 

言語交流研究所・ﾋｯﾎﾟﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ研究員 河 恵子さん 
「外国語ではなく、みんな人間のことば」 

「利休の『見立て』とその応用」 

「国際情勢と我が国の進むべき道」 

「グループホーム「てらど」からの実践報告 

       ～メディアセラピー～ 

フードコラムニスト 門上 武司様 

前京都経済同友会代表理事 京都北RC会員 田辺 親男様 

末富 若主人 同志社女子大学、大谷大学非常勤講師 山口 祥二様 

会員 長谷川 道明様 田埜 ひさよ様 

会員 竹下 義樹様 

＊ビジター受付はありません 

「新しいクラブが生き抜くためには、どうしたらいいのか？」 

「両洋の融合を起点とする日本画」 

「新入会員スピーチ」 

「沖縄は宝の山」 

「反社会勢力の動向と企業等防衛 

～企業・個人をどう守るか～」 

「市場のグローバル化における日本の製造業」 ㈱村田製作所 取締役 上席常務執行役員 

牧野 孝次様 

軍事評論家 プロジェクター 田母神 俊雄様 

「食の追及は人間の証明」 

「未定」 阿吽庵 さとしん治療院 院長 佐藤 臣児様 

「新会員スピーチ」 

～音楽例会～「クモの糸でヴァイオリンは弾けるのか？」 

ART COMPLEX ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 城戸 遥様 

大阪成蹊大学・短期大学名誉教授 澤野 慎平様 

在宅医療支援診療所 土井医院 土井 輝子様 

奈良県立医科大学特任教授 

名誉教授 大﨑 茂芳様 

RI第2650地区2013-14年度 

 ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 嵯峨 法夫様 

 

神戸女子大学 名誉教授 白嵜 顕成様 

三菱鉛筆㈱国内営業部販社グループ係長 市川 賢央様 

伊藤 哲雄会員 

【ｳｴｽﾃｨﾝ都Ｈ】 

【ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都】 

【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 

【ブライトンＨ】 

【京都ｴﾐﾅｰｽ】 

京都東 

京都伏見 

京都洛西 

京都紫竹 

京都乙訓 

５月１６日 

（金） 

【ブライトンＨ】 

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 

【ﾊﾟﾚｽｻｲﾄﾞＨ】 18：30～ 

京都西 

京都紫野 

京都中 

京都平安 

５月１９日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

５月２０日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

５月２１日 

（水） 

「一人一人に合わせた新しい医療：統合医療」 

河内 義之様 近江 慎二様 井原 浩二様 

明治国際医療大学附属統合医療ｾﾝﾀｰ長  

教授 今西 二郎様 

「くろ谷に眠る人々」 

「クラブ・フォーラム」 

「京菓子の意匠」 

山中・川波・杉原・上田・大森・桑田各会員 

公益財団法人 京都府暴力追放運動推進ｾﾝﾀｰ 

専務理事 竹下 金男様 

陶芸作家 元沖縄県立芸術大学教授 丸田 憲良様 


